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事業シート（概要説明書）

予算事業名 06障害者福祉活動促進事業 事業開始年度 平成17年度

上位施策事業名 かすみがうら市総合計画 　第２章　第３節　障害者福祉の充実 担当局・部名 保健福祉部

根拠法令
かすみがうら市高齢・障害福祉関係団体活動促進費補助金交付
要項

担当課･係名 社会福祉課

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 課長　川﨑久功

事
業
概
要

事業の必要性
・実施の背景

障害者(児)が地域で自立して生活していくために境遇を同じくする人たちで組織した団体への活動費及び
運営費の補助と身体障害者スポーツ大会への参加を促進する。

目　的
（何をどうするた

めに）

障害者(児)の社会参加の促進・障害者(児)及び家族の相互理解のための組織作り及び運営を支援
することで社会福祉の振興に寄与することを目的とする。

目　標
（何がどうなれば

達成か）
障害者(児)の社会参加の促進・障害者(児)及び家族の相互理解が図られること。

対　象
（誰・何を対象に）

対象者数（全住民に対する割合）

人 ％

実施方法

■直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

・障害者相談支援広報活動               13千円
　かすみがうら祭りに参加して相談支援事業所のパンフレット等を配布してPRをする。
・身体障害者スポーツ大会　　           98千円(内訳：需用費38千円、負担金60千円)
①茨城県ゆうあいスポーツ大会(負担金なし)
　在宅及び施設の心身障害者が、家族や各施設の関係者とともに、レクリエーションを主体とし
たスポーツを楽しみ、自立と社会参加を促進するとともに、県民の障害児者に対する理解を深め
交流を広める。
　　  実施主体　　茨城県、茨城県障害者スポーツ・文化協会
　　　会　　場　　笠松運動公園
　　　参加資格　　県内に住居または県内の施設、学校に在籍している心身障害児者
　　　種　　目　　ジャンケン勝ち残りゲーム・大玉転がし・お菓子取り徒競争
　　　　　　　　　・お手玉投げ・バトンリレー・歌・フライングディスク
②茨城県身体障害者スポーツ大会(負担金なし)
　県内の身体障害者がスポーツを通じて、機能の回復と体力の維持増強を図り、自立と社会参加
を促進するとともに、県民の身体障害者に対する理解と認識を深め、交流を広める。
　　　実施主体　　茨城県、茨城県障害者スポーツ・文化協会
　　　会　　場　　笠松運動公園・東町運動公園
　　　参加資格　　県内に住居または県内の施設、学校に在籍している心身体害児者手帳
　　　　　　　　　所持者(12歳以上)
　　　種　　目　　陸上競技・水泳・アーチェリー・卓球・フライングディスク
③地域身体障害者スポーツ大会　(負担金60千円)
　身体障害者がスポーツを通じて、体力の維持増強を図るとともに、地域住民との交流の中で身
体障害者に対する理解の増強と関心の高揚を図ることによって、身体障害者の促進に寄与する。
　　　共　　催　　阿見町・稲敷市・取手市・つくばみらい市・牛久市・美浦村
　　　　　　　　　龍ヶ崎市・かすみがうら市　(毎年持回りで主催となる。)
　　　会　　場　　主催となる市町村
　　　参加資格　　共催市町村に居住し、身体障害者手帳を所持する満15歳以上
　　　種　　目　　パン食い競争・ケツ圧測定・缶つり競争・車いす競争
　　　　　　　　　フライングディスク・ボウリング・輪投げ
・かすみがうら市手をつなぐ育成会補助金　　131千円
・かすみがうら市障害者福祉会補助金　　　　302千円

関連事業
（同一目的事業等）

事業番号 1-1  平成23年度 



コ
ス
ト

23年度（予算） 22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

事
業
費

09旅費 千円 千円

事業費合計 544 千円 532

8 千円 千円

11需用費 38 千円 31 千円 17 千円 16 千円

14使用料及び賃借料 13 千円 10 千円 千円 千円

19負担金、補助金及び交付金 493 千円 491 千円 487 千円 472 千円

千円 千円 千円 千円

千円 512 千円 488 千円

人
件
費

担当正職員 0.5 人 4,023 千円 0.5 人 4,043 千円 0.5 人 3,977 千円 0.5 人 3,978 千円

臨時職員等 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円

人件費合計 0.5 人 4,023 千円 0.5 人 4,043 千円 0.5 人 3,977 千円 0.5 人 3,978 千円

総事業費 4,567 千円 4,575 千円 4,489 千円 4,466 千円

財源

内訳

国県支出金
千円 千円 千円 千円

国県支出金の内容

地方債 千円 千円 千円 千円

その他特財
千円 千円 千円 千円

その他特財の内容

一般財源 4,567 千円 4,575 千円 4,489 千円 4,466 千円

財源合計 4,567 千円 4,575 千円 4,489 千円 4,466 千円

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】 単位 Ｈ22年度 Ｈ21年度 Ｈ20年度

障害者相談支援広報活動(活動人数) 人数 15

身体障害者スポーツ大会(参加人数) 人数 55 64 66

手をつなぐ育成会補助金(行事参加人数) 人数 468 486 582

障害者福祉会補助金(行事参加人数) 人数 124 171 164

効率指標
（事業費/活動指標） 総事業費 ／

事
業
成
果

成果実績
（事業目標達成状況）

【成果指標名】 単位 Ｈ22年度 Ｈ21年度 Ｈ20年度

障害者相談支援広報活動 回 1

身体障害者スポーツ大会 回 3 3 3

手をつなぐ育成会行事回数 回 35 34 37

障害者福祉会行事回数 回 9 13 12

特記事項
(事業の沿革等)

平成16年度　千代田町　      障害者福祉会補助金　　　200千円
                            手をつなぐ育成会補助金  100千円
　　　　　　霞ヶ浦町　      障害者福祉会補助金　　　135千円
　　　　　　　　　　　      手をつなぐ育成会補助金   45千円
平成17年度　かすみがうら市　障害者福祉会補助金  　　335千円
　　　　　　　　　　　　　　手をつなぐ育成会補助金  145千円
平成18年度　かすみがうら市　障害者福祉会補助金　　　302千円
　　　　　　　　　　　　　　手をつなぐ育成会補助金  131千円

成果指標設定
理由等

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

今後も、障害者(児)の社会参加の促進・障害者(児)及び家族の相互理解を図るために、スポーツ
大会への参加や団体への助成を継続していく。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

近燐市及び社協の平成23年度補助金支出状況(別紙参照)



委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 障害者福祉活動促進事業 事業開始年度 平成17年度

団体名 かすみがうら市障害者福祉会

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）
かすみがうら市高齢・障害福祉関係団体活動促進費補助金交付要項第２条

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要 金額

補助金
かすみがうら市障害者福祉会の活動費及び運営費の
補助

302千円

千円

千円

千円

千円

千円

委託料・補助金　総額 302千円

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記
入。その他、必要と思われる場合に記入。

団体概要

　会員相互の親睦を図るとともに、自主的に強い団結とねばりある活動で障害者援護施策を推進し、会員の福祉
向上と社会啓発を図ることを目指す組織である。
　会の目的を達成するために次の事業を行う。
・会員相互の連携と研修　・福祉向上のための援助　・地域社会への啓発　・その他目的達成に必要な事業

役員
　会長　１名、副会長　２名、理事　若干名、監事　３名(会員121名)

資本金 千円
役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤 うち

（出向／OB） 監事 うち
（出向／OB）

市出資金 千円 役員

出資比率 ％ 職員

団体の収入概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

国からの財政支出金 千円

県からの財政支出金 千円

市町村からの財政支出金 302千円

委託料・指定管理料 千円

補助金 302千円 市補助金

その他 千円

その他 683千円

・会費　　　　　　　89,000円
・社協補助金　　405,000円
・繰越金　　　　　149,024円
・雑収入　　　　　　40,031円

総計 985千円

団体の支出概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

事業費 706千円

・会議費             4,000円
・旅費　　　　　　 72,000円
・事業費　　　　 609,929円 (総会147,742円、
                             一泊162,619円、役員299,568円)
・県負担金       20,200円

管理費 千円

利益剰余金
（または繰越欠損金）

平成22年度 279千円

人件費 千円

総計 706千円

事業番号１ 事業番号 １-1 平成23年度 



利益剰余金
（または繰越欠損金）

平成22年度 134千円

人件費 千円

総計 809千円

団体の支出概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

事業費 809千円

・振込手数料、切手代等　　        48,780円
・総会賄                                   25,830円
・役員旅費                                 4,000円
・事業費                                 641,091円
          (一泊研修386,510円、いちご狩り135,309円、そ
の他119,272円)
・慶弔費                                   10,000円
・県手をつなぐ育成会会費負担金  80,000円

管理費 千円

その他 812千円

・会費                            118,800円
・補助金                         315,000円(社協135千円、
県肢体不自由児協会100千円、県育成会30千円、土
浦地区労福協50千円)
・参加負担金                   250,500円
・預金利子及び市祭売上等   35,953円
・繰越金                           92,067円

総計 943千円

委託料・指定管理料 千円

補助金 131千円 ・市補助金131,000円

その他 千円

県からの財政支出金 千円

市町村からの財政支出金 131千円

団体の収入概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

国からの財政支出金 千円

出資比率 ％ 職員

うち
（出向／OB） 監事 うち

（出向／OB）

市出資金 千円 役員

団体概要

　会員相互の連携をはかり障害児者の福祉の増進を目指す組織である。
会の目的を達成するために次の事業を行う。
・会員相互の研修及び、親睦を深める事業・地域社会への啓発活動・関係諸団体との連絡提携・心身障害児(者)
の福祉対策・その他目的達成に必要な事業

役員
　会長１名、副会長３名以内、理事若干名、監事２名(会員53名)

資本金 千円
役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤

千円

委託料・補助金　総額 131千円

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記
入。その他、必要と思われる場合に記入。

千円

千円

千円

千円

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）
かすみがうら市高齢・障害福祉関係団体活動促進費補助金交付要項第２条

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要 金額

補助金
かすみがうら市手をつなぐ育成会活動費及び運
営費の補助

131千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 障害者福祉活動促進事業 事業開始年度 平成17年度

団体名 かすみがうら市手をつなぐ育成会

事業番号１ 事業番号 １-1 平成23年度 



(手をつなぐ育成会関係)

名       称 会員数 市 社協 計 備考

かすみがうら市 手をつなぐ育成会 53 131 135 266

土浦市 補助なし -

石岡市 心身障害児者父母の会 60 495 260 755

小美玉市 市心身障害児父母の会 60 91 100 191

行方市 団体なし

(障害者福祉会関係)

名       称 会員数 市 社協 計 備考

かすみがうら市 障害者福祉会 121 302 405 707

土浦市 補助なし -

石岡市 石岡市身体障害者福祉協議会 60 208 200 408

小美玉市 市身体障害者福祉協議会 74 151 120 271

行方市 市身体障害者福祉協議会 120 134 35 169

(単位：人、千円)

(単位：人、千円)

近隣市及び社協の平成23年度補助金支出状況


